
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-986-7123 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4953821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-986-7123 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4954221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-3333 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4966621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 142人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 大型自動車第二種免許

求人番号: 22050- 4975921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-4792-3282 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010-36060721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6656921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6661421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0727 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4890221 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-943-5775 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5008621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-73-1699 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5003821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-366-7101 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 4669121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-7999 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5007321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 診療放射線技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4951021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市幸原町２－３－１

時給 健診業務３年以上経
験者優遇2,000円～3,000円

静岡県三島市松本３７７ー３

13

放射線技師 病院外来、人間ドック、来院検診、入
院患者のＸ線撮影業務、
胸部・胃部・一般撮影・ＣＴ・マンモ
グラフィ・骨密度測定等
また、検診車による出張健診業務もあ
り


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)18時00分～22時00

950円～1,150円

静岡県三島市寿町９－３５
ホテルジーハイブ

12

飲食業 接客、調理補助 パート労働者 交替制あり 麺や桜風
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給

980円～1,000円

静岡県三島市梅名２８４－２７

11

三島駅前「ホテル
ジーハイブ」朝食ス
タッフ

ホテルジーハイブの朝食バイキングの
準備を担当していただきます。また、
下げ物、洗い物、簡単な仕込みをお願
いします。
家庭での基本的な調理経験があれば可
能な業務となります。
先輩スタッフが丁寧に教えてくれます

パート労働者 株式会社竹屋旅館
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)9時00分～13時00分

1,900円～2,800円

静岡県三島市松本２４８－１

10

薬剤師 ＜＜薬剤師の仕事内容として＞＞
　
・在宅（高齢者施設）

パート労働者 エイコー株式会社　若葉薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市一番町１５番１９号　Ｔ．Ｇビル１階

9

車検・引取納車・軽
作業・書類作成ス
タッフ

・車検（陸運局へ行って検査）
・車の引取り、納車
・軽作業（洗車など）
・車検の書類作成


※未経験者は丁寧に指導します。

パート労働者 交替制あり 株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ・Ｃｏｍｐａｎｙ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給 (2)23時00分～7時00分

913円～913円

静岡県三島市北田町３－５８
カドイケ三島田町店

8

コンビニエンススト
アー店員

【業務内容は下記のとおり】
レジ、品出し、陳列などのお仕事が主
です。
季節ごとにオススメ商品のＰＯＰを
作ったり、店内の飾り付けをしたりし
ます。


パート労働者 有限会社　おさだ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～10時00分

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県三島市青木１４３－５
　カドイケ三島青木店

7

スーパーマーケット
店員（三島田町店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三
島田町店」において、青果、精肉、鮮
魚、惣菜、フロア（レジ）のいずれか
の業務を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

パート労働者 交替制あり 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県三島市広小路町１－４１
ミユキビル１Ｆ
１００円ＳＨＯＰ　ミーツ　三島
広小路店

6

スーパーマーケット
店員（三島青木店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三
島青木店」において、青果、精肉、鮮
魚、惣菜、フロア（レジ）のいずれか
の業務を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

パート労働者 交替制あり 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～18時00

920円～960円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

5

１００円ショップの
販売スタッフ（ミー
ツ三島広小路店）

１００円ショップでの販売業務（品出
し・発注・接客・レジ）
（１）商品補充、品出し、商品陳列
（２）レジ関連業務
　　（１００均レジは操作簡単、レジ
入門者にも最適）
（３）在庫確認と発注作業（品切商

パート労働者 株式会社　ワッツ東日本販売
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時15

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～20時00

静岡県三島市南田町３－１３　２Ｆ

4

コミュニティバス運
転士　三島営業所
（パート・アルバイ
ト）

三島市内を運行するコミュニティバスの運転業務でワゴン車の運転です。決められた運行ルートを走行します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

変形（1年単位） 株式会社　宮入製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 マイクロソフトオ
フィスのエクセル・
ワードを使用しての

950円～1,200円
又は8時45分～17時30

静岡県三島市徳倉５－９－５０

3

コンピュータ技術者
派遣業・開発業務

本社内での、一日３時間程度（時間応相談）の軽度な事務職になります。〇契約書の作成や見積書・請求書の作成〇経理数字の打ち込み業務〇マイクロソフトオフィスのエクセル・ワードを使っての入力業務等がメインのお仕事です。パート労働者 株式会社ＮＥＸＵＳ
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

時給

970円～970円

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075

静岡県三島市徳倉５－９－５０

2

組立係 　　《組立係の内容として》

＊自動組立機への、部品投入をしてい
ただきます。

＊自動組立機から出てきた製品の箱詰
め作業をしていただきます。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　宮入製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～17時00

時給

970円～1,050円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

加工係 
加工機への部品取入取出し

洗浄機運搬等


パート労働者

1/10



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4919121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 4920821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4809521 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 055-975-2435 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5018121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-2435 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5019021 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4927121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-952-0032 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6759321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4936021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4990321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-5977 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水金日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4959921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 31人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22100- 5958621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 028-658-9111 従業員数 15人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 09010-18422521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4831721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県三島市一番町１９－３（三島市立公園楽寿園）

時給 心身共に健康でお客
様に適切に対応がで
きる方。

924円～924円
又は8時30分～16時45

静岡県三島市一番町１２－６　　
　　　　　　　ホテルα－１　三
島

26

楽寿園業務員（遊具
運転職員）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
大型遊具運転、自動遊具管理、駐車場
管理業務に係る金銭の取り扱い、園内
整備補助、菊まつり用の菊栽培（生育
管理、水やり等）補助、イベント補助
等。

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

930円～930円

静岡県三島市中田町９－３０日清
プラザ
イトーヨーカドー三島店

25

ベッドメーク（静岡
県三島市）

・ホテル客室のベッドメーク及び清掃
・ユニットバスの清掃
・床の掃除機かけ
・棚等の拭き掃除

＊業務遂行のために特別な資格や経験
は必要ありません。

パート労働者 株式会社　鈴和
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～14時00分

時給

928円～928円

静岡県三島市一番町１５ー２３
ＭＩＳＨ

24

（請）日常清掃（イ
トーヨーカドー三島
店）

「イトーヨーカドー三島店」におい
て、店舗内外の清掃業務を担当してい
ただきます。
・フードコート内の清掃

【くるみん認定企業】
【生涯現役企業】

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)20時00分～22時00

時給

913円～913円

静岡県三島市南ニ日町２０－２２

23

（請）清掃スタッフ ・事務所、作業場、廊下、階段、トイ
レの清掃。
・先輩スタッフが親切に指導するの
で、経験のない方でも大丈夫で　す。

パート労働者 交替制あり 株式会社ユアーズ静岡　東部事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給

1,000円～1,050円

静岡県三島市南本町２０番３０号

22

清掃助手（ダスキン
南二日支店）

ダスキン南二日町支店　メリーメイド
事業部
一般家庭の清掃助手

パート労働者 株式会社ジェイ・ユー・エス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～17時00分

930円～930円

静岡県三島市萩２５９－５　
　コスモス三島

21

三島市社会福祉会館
臨時職員（三島市社
会福祉協議会）

三島市社会福祉会館の夜間、土・日曜
日の貸出し及び管理業務等
・職員業務終了後及び土・日曜日の貸
館・受付・管理業務
・職員業務終了後及び土・日曜日の電
話対応
・会館の一部清掃及び戸締り

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時00

時給

1,230円～1,270円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

20

訪問入浴ケアエイド
（コスモス三島）

当社において、訪問入浴に関する業務
を担当して頂きます。
・看護師１名と介護スタッフ２名でご
利用様の自宅に訪問
・看護師と一緒に入浴の介助（補助）
・シーツ交換、浴室の消毒
＊入浴されるご本人とご家族様との会

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　コスモスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 経理業務経験者歓迎

980円～1,100円

静岡県三島市加屋町１０番地の１

19

事務 伝票仕訳（パソコン入力）
受付、電話対応
物品発注　等

パート労働者 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給 (2)8時15分～14時00分 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

1,000円～1,200円 (3)13時00分～17時15

静岡県三島市藤代町１１番地の１０

18

介護職【デイサービ
ス山風木】

　認知症専門のデイサービスにおい
て、高齢者の日常生活の時間・空間づ
くりを支援する仕事です。送迎・昼
食・入浴・トイレ等の基本的な介護業
務がありますが、比較的に自立した利
用者様も多いため難易度の高いケース
はあまりありません。

パート労働者 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給 (2)8時15分～14時00分 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

1,000円～1,200円 (3)13時00分～17時15

静岡県三島市徳倉８７６－２６

17

介護職【ふじしろデ
イサービス】

　小規模型のデイサービスにおいて、
高齢者の日常生活の時間・空間づくり
を支援する仕事です。送迎・昼食・入
浴・トイレ等の基本的な介護業務があ
りますが、比較的に自立した利用者様
も多いため難易度の高いケースはあま
りありません。

パート労働者 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給

4,000円～5,000円
又は9時30分～20時00

静岡県三島市八反畑１２７－１
ベルメゾン２１　２－Ａ
訪問看護ステーションほほえみ

16

歯科医師 歯科医師業務
患者さんに、しっかり説明し親切な診
療をお願いします

パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

時給 (2)8時30分～12時45分

1,200円～1,500円

静岡県三島市八反畑１２７－１
ベルメゾン２１　２－Ａ
訪問看護ステーションほほえみ

15

訪問看護ステーショ
ンほほえみ　リハビ
リセラピスト

・訪問看護のリハビリを担当し、在宅
療養者のＡＤＬ、ＱＯＬ向上をはかり
ます。
・ステーション内の看護師ほか多職種
と連携を取り、利用者、家族にとって
より良いケアが提供できるよう計画し
ます。

パート労働者 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)8時30分～13時15分 臨床経験５年以上、
または相当の臨床経
験

1,407円～1,407円 (3)8時30分～12時45分
又は8時30分～16時30

14

看護師（訪問看護） ・訪問看護利用者の自宅へ訪問して、
保清・排便管理・医療機器管　理・
ターミナルケア、点滴、褥瘡処置など
ニーズに沿っておこな　います。
・家族等介護者への介護指導、食事指
導、服薬管理など必要に応じ　ておこ
ないます。

パート労働者 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-975-3111 従業員数 33人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4855121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 092-925-6483 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 40180-11426121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1313 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4981321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0055 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6567621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0055 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6568921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-22-1660 従業員数 14人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22100- 5666521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-75-0303 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4961821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 4921221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 4925621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-4000 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-18804621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-5977 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5006421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-932-8869 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6556521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4847121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊豆の国市中島２４４

時給

913円～920円

静岡県伊豆の国市長岡１６９－６
　リシャール伊豆長岡

39

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃業務：工場内清掃、トイレ、床清掃等パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時00分

時給 (2)9時00分～11時30分

913円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部附属静岡病院

38

マンション共用部清
掃

「リシャール伊豆長岡」において、マ
ンション共用部清掃の業務を担当して
いただきます。

・マンション外周拾い掃き
・ロビーエントランスの掃除機掛け・
モップ掛け

パート労働者 株式会社　シンセイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

913円～913円

静岡県伊豆の国市長岡１３３４番
４
ジェントル伊豆長岡

37

（請）清掃スタッフ ・立体駐車場スロープ、階段、通路、
トイレの清掃。
・先輩スタッフが親切に指導するの
で、経験のない方でも大丈夫で　す。

パート労働者 交替制あり 株式会社ユアーズ静岡　東部事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

950円～950円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

36

（請）マンション清
掃員／伊豆の国市

リゾートマンションの清掃のお仕事で
す。
マンションの共用部（階段、廊下、大
浴場等）を清掃していただきます。

★週２～３日程度の勤務です


パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

日給

2,250円～2,375円
又は16時30分～9時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

35

介護職員（夜間） 住宅型有料老人ホームの夜間介護職員の募集です。部屋数４２室。食事介助、服薬、排泄、夜間巡視。夜間２名体制（１名は宿直・男性）。パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～17時30分

930円～1,130円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市吉田１４２－１

34

訪問介護職員 有料老人ホーム併設の訪問介護事業所
介護職員の募集です。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（入浴・排泄・食
事他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯他）
・記録作成

パート労働者 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～12時00分 医療事務の経験者

1,100円～1,100円
又は8時30分～18時00

静岡県伊豆の国市古奈２１３－３
パーラーツイン

33

泌尿器科・血液透析
の専門クリニックの
受付事務

泌尿器科・血液透析の専門クリニック
での外来受付事務。
カルテの片づけ
院内清掃
　
★★★　急　募　★★★

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団エーユーシーあおきクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 パチンコ店での勤務
経験1,050円～1,200円

又は9時00分～22時30

静岡県伊豆の国市古奈３０７
コナステイ伊豆長岡

32

パチンコ店サービス
業

パチンコ店での接客および機器操作、清掃となります。パート労働者 交替制あり 株式会社　ツイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,200円
又は10時00分～15時00

静岡県伊豆の国市古奈３０７
コナステイ伊豆長岡

31

ホテル清掃 ホテルの清掃業務を担当していただき
ます。
・ホテル共用部（廊下・ロビー・建物
周り・大浴場等）の清掃業務
・ゲスト客室の清掃業務
・その他、上記に付随する業務


パート労働者 交替制あり 株式会社　コナリゾート
雇用期間の定めなし

時給 (2)19時00分～23時00 自転車のパンク修理
ができるレベルの知
識

1,100円～1,300円

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

30

ホテルフロント・自
転車管理・接客業務

ホテルのフロントにて、接客対応や自
転車のメンテナンスを担当していただ
きます。
・レンタサイクルの洗浄と調整、運搬
・フロントでの接客（観光情報提供）
・予約受付管理
・レンタサイクル・ツアー受付等のコ

パート労働者 株式会社　コナリゾート
雇用期間の定めなし (1)18時00分～22時00

時給 (2)18時30分～21時00 旅館・ホテルの清掃
やアメニティ等の入
れ込み作業等の経験

1,000円～1,100円

静岡県内（伊豆の国市、沼津市）


29

客室清掃業務 チェックアウト後の館内清掃。大浴
場・客室・洗い場等を分担しての作
業。
家庭用の掃除機、モップ等を使用して
の作業です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)15時00分～21時00

1,225円～1,225円

静岡県三島市谷田１５０５番地

28

斎場でのギフト商品
受け渡し業務／（沼
津営業所）沼津市他

＊セレモニー式場にて、弔問された方
の芳名カードを確認し、
　返礼品等のギフト商品をお客様にお
渡しするお仕事です

■通夜　→１５：００～２１：００位
の間で３～４時間程度

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 国際経営株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

924円～924円
又は8時00分～16時40

27

学校支援員（錦田中
学校）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項
第１号）
通常学級に在籍する特別な支援を必要
とする児童を指導する担任の補助や学
校生活の支援業務


パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 054-281-7890 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-18604321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4885321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-83-1675 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4969021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-48-9678 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1701921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-629-7221 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22120- 5988021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4818521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4821121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6657121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5021521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5023321 各種保険： 労災 月平均 6時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-66242621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-8111 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4965321 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0558-83-3013 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 4952721 各種保険： 労災 月平均 1時間

静岡県伊豆市熊坂７０８－３

時給

920円～920円
又は7時30分～18時30

静岡県伊豆市八幡３３ー１ふれあいプラザ内

52

学童保育支援員 ・熊坂小学校に通う小学生の放課後児
童クラブ支援員。

・支援員として、さまざまな遊び、季
節の行事や活動を通じて、児童の育成
を見守ります。


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～18時30

時給 学校教育や子供係る
業務経験920円～950円

又は7時30分～18時30

静岡県伊豆市修善寺８７４－１　
湯回廊　菊屋（当社施設）

51

放課後児童クラブ指
導員

小学校終了後の児童の学習支援や見守り、その他児童に関する業務パート労働者 社会福祉法人春風会　伊豆中央ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)12時00分～18時30

時給

913円～913円

静岡県伊豆市修善寺９７０

50

湯回廊　菊屋／フロ
ントスタッフ

当社直営リゾートホテル内、フロント
業務全般　

・チェックイン、チェックアウト業務
・予約受付
・館内案内　
・売店販売　

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～22時00分

時給 接客業務の経験があ
れば給与等に反映1,200円～1,600円

又は7時30分～20時30

静岡県伊豆市修善寺９７０

49

接客 お客様が旅館にお越しになられてか
ら、出発されるまでの接客業務全般を
担当していただきます。お客様の一番
近くでお世話することになり、お客様
とのコミュニケーションが必要になり
ますが、お客様から感謝の言葉を掛け
てもらえる機会の多い、やりがいのあ

パート労働者 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし

時給 接客業務の経験があ
れば給与等に反映1,000円～1,300円

又は17時00分～21時00

静岡県伊豆市城５４－１
カドイケ中伊豆店

48

調理補佐・食器洗浄 ・食器管理
・食器洗浄
・盛り付け補佐
・上記に付帯する業務
※制服を着用しての業務

パート労働者 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

47

スーパーマーケット
店員（中伊豆店）

当社スーパーマーケット「カドイケ中
伊豆店」において、
青果、精肉、鮮魚、惣菜、フロア（レ
ジ）のいずれかの業務を担当していた
だきます。

・バックヤードでの商品作り

パート労働者 交替制あり 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 人事又は経理事務経
験者913円～950円

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

46

総務 ・経理事務
・人事事務
・総務事務
・建材販売
・上記内容に付帯する業務

パート労働者 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給 建材販売経験者

913円～950円

静岡県伊豆市土肥２７９１－４　　土肥マリンホテル

45

商店一般業務 ・商品の陳列作業、商品管理
・電話および来客者の応対
・パソコンの入力処理（入出金データ
入力、請求書発行）
・上記内容に付帯する業務（事務所内
清掃など）

パート労働者 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給

1,200円～1,250円

静岡県伊豆市修善寺９６７番地
　『饅頭本山　源楽』

44

（請）客室清掃 ・観光ホテル内での客室清掃
・普通自動車免許（ＡＴ限定可）取得
者の方優遇
　（送迎車の運転をお願いする場合あ
り）

パート労働者 株式会社　ＴＢＥケミカル
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時30

時給 (2)8時00分～13時00分

930円～930円 (3)12時00分～17時00
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆市宮上４－１０

43

和スイーツの販売員
【修善寺】

ご来店されたお客様に、饅頭等の和ス
イーツを試食して頂き、
レジにてご購入して頂く、販売のお仕
事です。
簡単な包装作業、湯茶等の接待の業務
もあります。


パート労働者 交替制あり マルコシ製菓　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

940円～990円

静岡県伊豆の国市四日町

42

社員寮の管理人（Ｓ
ＬＣ中伊豆寮）

２階建独身寮（男子寮）１０部屋（現
在入居者４人）
仕事は夕食調理業務、設備点検、清
掃、衛生管理等その他管理人
業務となります。具体的には
・食材の買い物と夕食の仕込み／準
備、厨房の片付け

パート労働者 日本エス　エル　シー　株式会社　　　中伊豆支所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

919円～1,088円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

41

学習生活支援員 個別に支援が必要な児童・生徒の学習、生活面での支援をしていただきます。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,250円40

（請）交通誘導・駐
車場警備／伊豆の国
市

順天堂大学医学部附属静岡病院にて出
入車両・一般車両・歩行者誘導・直通
バス到着時誘導等を実施し、車両事故
防止とともに歩行者の安全確保を実施
する。

パート労働者 エスピトーム株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時50分～11時50分

4/10



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 45人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-68146221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-68151021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-66847621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4971521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-941-7008 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6788721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-1300 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4911721 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-964-0115 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6544021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5646-6777 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13130-16343621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3980 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050- 4852321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4938821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-970-1127 従業員数 116人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4968121 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-35-9249 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1687621 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0544-52-0333 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22070- 2881521 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

静岡県伊東市湯川５７１－１９
　伊東マリンタウン施設　内

時給 (2)10時00分～18時00 販売業務経験

950円～1,000円

静岡県伊東市広野⇒各現場

65

伊東マリンタウン店
販売スタッフ

＊観光施設での乳製品販売スタッフ業
務
・道の駅「伊東マリンタウンの当社直
営売店にて、牛乳、乳製品、
　ソフトクリーム等の販売業務に携
わっていただきます。
・接客、注文受け、加工、販売業務

パート労働者 交替制あり 朝霧乳業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給

913円～1,500円

静岡県田方郡函南町仁田２８４の５

64

シーリング　防水作
業員

大手ハウスメーカーなどの一般住宅や
マンションの新築・リフォームでシー
リング（コーキング）工事・各種防水
工事を行う仕事です

※会社に集合し、社有車で各現場へ向
かいます。

パート労働者 シーリング．防水　Ｓｏａｒ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

時給 (2)15時30分～17時30

1,050円～1,050円

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

63

デイサービス運転手 デイサービスの朝と夕方の送迎業務です。添乗員（介護職）が乗りますが、デイサービスの利用者の歩行誘導や車いすごとの乗車介助などの手伝いもあります。基本７：４５～９：４５、１５：３０～１７：３０で、一日の通勤が２回、４時間勤務ですが、デイサービス以外の車輛が数台あり、デイサービス以外の部署での車両の管理、安全点検、洗車をする方も募集しています。内容によってはフルタイムも検討しています。パート労働者 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)7時45分～9時45分

時給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能1,200円～1,300円

又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町大土肥９１―１

62

歯科衛生士 診療補助及び予防処置
歯科診療における歯科医師の補助や歯
周治療の初期治療としての歯石除去・
ブラッシング指導・歯面清掃などを行
う。

パート労働者 いで歯科医院
雇用期間の定めなし

時給 美容業一般の経験

950円～1,230円

静岡県田方郡函南町塚本１３－１　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコマルハン敷地内　ごはんどき函南店

61

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

パート労働者 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 飲食店経験者歓迎

930円～930円
又は12時00分～21時00

静岡県田方郡函南町間宮５２１－
１
アーバンシティ函南

60

【急募】調理・接客
（静岡県・田方郡函
南町）

・オープンキッチン内での調理、接客
サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、
丼物、定食などの調理
・店舗運営補助

☆土、日、祝日、早番、遅番、どちら

パート労働者 株式会社　マルハンダイニング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～15時00分

920円～920円

静岡県田方郡函南町新田８６－１

59

マンション管理員 マンションの管理員として、現場に勤
務し、以下の業務を行っていただきま
す。
・管理事務所窓口対応
・電球交換等
・建物巡回、清掃等（廊下、エントラ
ンスなどの清掃）

パート労働者 日本ハウズイング株式会社　沼津営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

913円～913円

静岡県田方郡函南町柏谷１０５９
－１
みらいへ函南柏谷

58

（請）調理補助 「調理補助の業務内容として」

・駿豆給食センターでの業務で調理師
等責任者の指示に基づいた調理補助業
務。
・料理の盛付、機械での洗浄　及び
清掃等の業務を行います。

パート労働者 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)3時00分～7時00分

時給 障がい施設勤務経験

930円～930円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

57

支援員・世話人（み
らいへ函南柏谷）

障がい者グループホームにおける支援
業務をお願いします。

・掃除、洗濯、食事等日常生活におけ
る支援

世話人を務めるのに特定の資格は必要

パート労働者 交替制あり 株式会社　静翔運輸
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ホームページ変更等
管理出来る方大歓
迎。

950円～1,000円

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

56

一般事務 簡単な事務処理。


パート労働者 株式会社　風
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

980円～980円

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホ
テル」（当社直営）

55

［契約］調理補助／
病院／伊豆市小立野

・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等


＊社内名称：サプラー

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～20時00

時給 経験者優遇

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホ
テル」（当社直営）

54

レストランスタッフ
／土肥マリンホテル
／静岡県伊豆市

【仕事内容】
ホテル内レストラン会場のホールス
タッフ求人

・料理提供
・お席のご案内
・お客様対応

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～22時00分

時給

950円～1,050円53

ナイトフロント／大
江戸温泉物語土肥マ
リン（静岡県伊豆
市）

【仕事内容】

・館内の巡回や施錠
・夜間のお客様対応
・大浴場清掃（簡易）
・チェックアウト準備（ＰＣ入力作
業）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～8時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-37-1928 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1648721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1688921 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-1111 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22052- 1684521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-5503 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1722221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-4792-3282 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010-34570321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-4647 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1713821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-2713 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22052- 1697121 各種保険： 労災 月平均 大型自動車免許

     TEL: 044-855-3211 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14140- 8136221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1709321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-2240 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1686321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1691221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1692521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1616221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～17時00

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

78

フロント会計【ハト
ヤホテル】

チェックアウト時の精算、経理ＰＣ入
力、予約受付
○お客様のご案内、お見送り
○客室管理、予約受付業務
○請求書の支払い等の現金出納業務
○パソコン使用（ワード・エクセル初
級程度）

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

77

おもてなしコーディ
ネーター（朝食時、
等）

旅館のおもてなしコーディネーターと
して、お客様の接客を担当していただ
きます。
○朝食時の配膳、接客、片付け、等
○チェックアウト対応
○簡単な清掃　等


パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市岡３７０

76

客室清掃スタッフ
＊急募＊

旅館における客室清掃の仕事です。
○掃除機をかける
○ゴミ集め
○リネン類の交換
○アメニティー用品の補充、等

●就業場所について

パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給

1,200円～1,300円
又は10時00分～14時00

静岡県伊東市池８９３－７６

75

【短期】ホテル（全
７室）の清掃アシス
タント

１．客室のタオル・シーツ類の回収・
補充
２．水まわり（トイレ・風呂・洗面
台）の清掃
３．客室・共用スペースの掃除機がけ
※未経験の方にも丁寧に指導しますの
でご安心ください。

パート労働者 マストランプ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)16時00分～20時30

990円～990円

静岡県伊東市宇佐美１８１８
宇佐美駅当社集合場所

74

保養所でのレストラ
ン接客・配膳兼料理
補助【伊豆高原】

○レストランでの接客・配膳兼料理補
助のお仕事です。

・夕朝食の配膳業務等
・飲み物、特別料理等の注文受付提供
業務
・片付け、簡易清掃業務等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

日給 測量助手

1,500円～1,600円

静岡県伊東市富戸

73

測量助手【伊東市宇
佐美】

現場にて観測の補助 パート労働者 株式会社　日豊
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市猪戸１－５－３２
【ベーカリーカフェレストランＳ
ＡＺＡＮＫＡ】

72

マイクロバスの運転
※急募※

伊豆高原のリゾートホテルのお客様の
送迎業務です。
ホテル～伊豆高原駅間を運転します。

※ワンボックスカー、又はマイクロバ
ス（１０人～２９人）を
　使用します。（ＡＭ：４便　ＰＭ：

パート労働者 有限会社　サービス・ワン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市宇佐美２１１１－１
１００円ショップ　シルク　宇佐
美店

71

喫茶店での調理 隣接するカフェでの調理業務（洋食の
軽食）
（モーニング・日替わりランチ・パス
タ・カレーライス・
　オムライス・デザートなどを提供し
ています）


パート労働者 株式会社　山茶花
雇用期間の定めなし (1)11時00分～17時00

時給 (2)17時00分～20時15

920円～970円

静岡県伊東市湯川５７１－１９
伊東マリンタウン
　『海友』

70

１００円ショップの
販売スタッフ（シル
ク宇佐美店）

１００円ショップでの販売業務（品出
し・発注・接客・レジ）
（１）商品補充、品出し、商品陳列
（２）レジ関連業務
　　（１００均レジは操作簡単、レジ
入門者にも最適）
（３）在庫確認と発注作業（品切商

パート労働者 株式会社　ワッツ東日本販売
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～20時15

時給 (2)9時00分～19時00分

950円～970円 (3)8時30分～20時00分
又は8時30分～18時00

静岡県伊東市八幡野１１６３

69

販売、レジ対応　◆
急募◆

●伊東マリンタウン内の土産物店『海
友』における、お土産品・お菓子等の
販売、接客の業務です。
商品の陳列、整理整頓、宅配便の手
配、レジ打ちなどを行います。
お土産物は箱売りの物が多いため、包
装の作業はほとんどありません。

パート労働者 交替制あり 株式会社　やいま
『　海友　』雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時15分～18時30

913円～913円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

68

鉄道車両の清掃業務
【伊豆高原駅構内】

伊豆急行線伊豆高原駅構内（車両置き場）において列車の車内・車外の清掃をしていただきます。パート労働者 交替制あり 伊豆急行株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時15分

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市猪戸１－５－４７

67

そば打ち体験インス
トラクター／観光施
設／伊豆高原

◇そば打ち体験・にぎり寿司体験・
アート体験・陶芸体験・レストラン・
みやげ店がある体験レジャー施設で
す。
◇伊豆高原でアート体験指導を通して
の接客業です。


パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,100円66

販売スタッフ　◆急
募◆

☆ひもの専門店「平田屋」の販売ス
タッフ募集です☆
　（本店：伊東湯の花通り）

○商品の陳列
○お客様への商品案内
○レジ打ち、商品の包装

パート労働者 交替制あり 平田屋ひもの店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1617521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1618421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1619321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1620121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 240人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1621021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1622721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1623821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1624221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1625521 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1626421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1627321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1628621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1629921 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

時給 (2)15時30分～20時30

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

91

宴会課【ハトヤホテ
ル】

「ハトヤホテル」の食事会場の担当業
務です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

913円～913円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

90

調理補助【ハトヤホ
テル】

ホテルの調理場内における調理補助の
仕事です。

板前の指示のもと食材の下処理、盛り
付けなどを行います。

※ホテルのレストランでは、和食料

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 施設管理の経験

913円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

89

設備管理（施設課ア
ルバイト）【ハトヤ
ホテル】

施設課にて担当社員の補助として、電
気・ガス・ボイラー等の保守・点検・
管理、設備のメンテナンスを行いま
す。
○電気メーターの記録、管理、保守点
検
○水質検査

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

88

洗い場・雑用【ハト
ヤホテル】

○ホテル内食事会場の片付けやゴミ捨
て　

○調理場での食器洗いや片付け

○掃除　等


パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

日給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県伊東市岡１３９１
　ハトヤホテル

87

ナイトフロント【ハ
トヤホテル】

○夜間電話対応、お客様対応
○キャッシャー対応
○パソコン操作（伝票入力：会計書の
作成など）
○館内客室等の巡回　等

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

86

布団敷き、他　（ハ
トヤホテル）

○布団敷き
　和室：押し入れから布団一式を出し
セットする。
　洋室：ベッドカバーを外す作業

○部屋の茶器・グラス・お菓子などの
取り替え

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

85

客室清掃、他
（サンハトヤ）

○客室清掃
　掃除機をかける、ゴミ集め、布団上
げ、ベッドメーキング、
　お風呂や洗面等の水回り拭き上げ清
掃、
　アメニティー用品の補充、等
※２～３人一組で行う作業となりま

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

『ハトヤホテル』

84

布団敷き、他　（サ
ンハトヤ）

○布団敷き
　和室：押し入れから布団一式を出し
セットする。
　洋室：ベッドカバーを外す作業

○部屋の茶器・グラス・お菓子などの
取り替え

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

83

客室清掃、他
（ハトヤホテル）

○客室清掃
　掃除機をかける、ゴミ集め、布団上
げ、ベッドメーキング、
　お風呂や洗面等の水回り拭き上げ清
掃、
　アメニティー用品の補充、等
※２～３人一組で行う作業となりま

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給 (2)16時00分～21時00

913円～913円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

82

売店【ハトヤホテ
ル】

『ハトヤホテル』内の売店での業務全
般です。
○土産物の販売、接客対応、レジ
○商品の仕入れ発注
○売店の掃除、整理整頓、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時40分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

81

浴場係【ハトヤホテ
ル】

【（１）の時間の主な業務】
○大浴場及び脱衣場の清掃業務　
清掃器具を使っての磨き等の作業、
シャンプーやボディーソープなど備品
の補充等を行います。

【（２）の時間の主な業務】

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給

1,300円～1,300円
又は7時30分～17時00

『ホテルサンハトヤ』（静岡県伊
東市湯川５７２－１２）
　　内　予約センター

80

会計・経理事務【ハ
トヤホテル】

ホテルの会計事務全般
○伝票集計・整理
○精算業務（請求書の突き合わせ）
○現金レジ締め
○請求書の支払い等の現金出納業務

※パソコン使用します。

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

1,300円～1,300円79

予約センター業務
【ホテルサンハト
ヤ】

「サンハトヤ」内予約センターにおけ
る業務です。
○予約の問い合わせ等の電話応対
○台帳管理
○パソコン入力、等

※予約受付センターの営業時間は、８

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～18時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1630721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1631821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1647021 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1649821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-53465921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-53122421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-53129821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-53153721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-53163221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13010-67041321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-3923 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1681721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-3923 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1682821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-5865 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1655021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市荻６９４－１

時給

950円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市八幡野１１００－５

104

レストランホール係 ゴルフ場のレストランにおける接客
サービス業務です
○席へのご案内
○オーダーを取り、料理や飲み物を提
供
○食器類を下げる
○グラス類の洗浄

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊東カントリークラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１００－５

103

ディナータイム　レ
ストランスタッフ募
集

伊豆高原にあるランチ＆ディナーのカ
ジュアルダイニング「ナユタ」でのお
仕事です。
○料理提供などホール接客業務、開店
準備、清掃、洗い場等

●仕事は丁寧に指導しますので、安心

パート労働者 交替制あり Ｎａｙｕｔａ
雇用期間の定めなし (1)17時00分～22時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウエルネスの森　伊東

102

ランチタイム　レス
トランスタッフ募集

伊豆高原にあるランチ＆ディナーのカ
ジュアルダイニング「ナユタ」でのお
仕事です。
○料理提供などホール接客業務、開店
準備、清掃、洗い場等

●仕事は丁寧に指導しますので、安心

パート労働者 交替制あり Ｎａｙｕｔａ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給 (2)17時00分～20時00 調理業務

1,500円～1,500円

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘

101

調理補助／【ウエル
ネスの森　伊東】伊
東市

レストラン営業時にバイキングライン
に立ち
オムレツを焼く、天ぷらを揚げる、
肉・魚・野菜を焼く等
お客様の目の前で調理・提供。

盛り付け

パート労働者 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時30

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘

100

〔短期〕洗浄業務兼
調理補助／しながわ
荘

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
での洗浄業務及び調理補助業務です。
・調理器具や食器等の洗浄作業
・盛付け等の補助作業
・厨房内の清掃作業、衛生管理

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～10時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１０４１ー７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘

99

〔短期〕清掃／しな
がわ荘

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
での清掃業務です。
客室内の布団入れや布団上げ、掃除機
掛け、拭き上げ、
洗面台やトイレ等の水回りの清掃作業
です。
その他、共用部の清掃も行います。

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時30

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘

98

〔短期〕調理補助／
ＩＨＩグループ伊豆
高原荘

◎部屋数８室、定員４０名収容の保養
所での調理補助業務です。
・盛り付け等の補助業務
・調理器具、食器等の洗浄作業
・厨房内の清掃作業、衛生管理

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～10時30分

時給

1,200円～1,400円

静岡県伊東市広野１－３－１７
しながわ荘

97

〔短期〕ナイトフロ
ント／ＩＨＩグルー
プ伊豆高原荘

◎部屋数８室、４０名収容の保養所で
のナイトフロント業務です。・夜間警
備
・館内巡回
・夜間のお客様対応
・施錠、開錠作業
・レストランでの配膳、下膳作業

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)18時00分～9時00分

時給 (2)16時00分～20時30

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時30

伊東市大室高原３－４９０（ホテ
ル・コテージ）
伊東市大室高原８丁目　　（コン
ドミニアム）

96

〔短期〕レストラン
サービス／しながわ
荘

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
でのレストランサービス
・お料理やドリンクの配膳、下膳。
・レストラン内のお客様対応
・食器洗浄

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県伊東市大室高原３－４９０

95

ホテル客室清掃ス
タッフ

愛犬同伴宿泊施設等の客室清掃のお仕
事です。
（掃除機をかける、ベッドメーキン
グ、お風呂や台所の清掃
ゴミ集め、備品の補充など）

★当グループは自然豊かな環境の中に

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,200円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ内　大漁苑

94

和食調理補助スタッ
フ

・わんちゃん同伴ホテル内レストラン
にてお客様へ提供するお料理
　の盛り付け
・野菜のカットなど簡単な調理
・調理場の片づけ、清掃　など

●お客様の前に出ることは有りませ

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 調理経験（刺身が作
れる方）1,250円～1,250円

『ホテルサンハトヤ』内　「大漁
苑」
　（静岡県伊東市湯川５７２－１
２）

93

調理（ドライブイン
大漁苑）【サンハト
ヤ】

ホテルサンハトヤ内の『ドライブイン
大漁苑』における調理の仕事です。

○調理業務全般（仕込み～調理～盛り
付け～片付け）
○食材の管理（食材の在庫管理、仕入
れ等）

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給

913円～913円92

大漁苑　ホールス
タッフ【ホテルサン
ハトヤ】

『ホテルサンハトヤ』内、大漁苑の
ホールスタッフの仕事です。
○会場の準備
○配膳
○お客様の対応（飲み物のオーダーを
取るなど）　　　　　
○片づけ　など

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-45-6937 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1689121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0545-67-1083 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22100- 5854921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1666821 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 1667221 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 1668521 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1669421 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1670921 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1671121 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1651321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 1654121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 104人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1672021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030-13998421 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23030-13999321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

時給 (2)10時00分～19時00

920円～1,200円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

117

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務全般＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


パート労働者 変形（1年単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)10時00分～19時00

920円～1,200円

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】

116

介護職（グループ
ホーム伊東）

〈　介護業務　〉
　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等

　・レクレーション等


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

920円～950円
又は8時30分～15時30

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】

115

清掃・シーツ交換 ●特別養護老人ホーム館内の清掃作業
として、床面のモップ清掃や雑巾を
使って手すりの消毒などを行います。
清掃箇所は、正面玄関・ロッカー・職
員トイレ・廊下・階段・デイスペー
ス・入居者スペースの居室・リビン
グ・トイレなどです。

パート労働者 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 福祉施設での経験が
あれば尚可1,600円～2,000円

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市吉田８２１－１９

114

看護職員（非常勤） 特別養護老人ホーム伊豆の瞳・ショー
トステイ・デイサービスにおける入居
者様、及び利用者様の健康管理等の看
護業務全般を行います。

Ｒ２年１０月伊豆の瞳プラス開設（個
室的多床室６０床２階建て）

パート労働者 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)7時30分～16時30分

920円～920円

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

113

送迎運転・施設内外
の整備

◆入居者数が、特養１００名・ショー
トステイ２０名の施設におけるデイ
サービス、ショートステイ、病院受診
等の送迎業務です。

＊ハイルーフタイプのワンボックス
カー（５～６人乗り）の送迎運転を行

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,500円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設　ナースの森】

112

作業療法士（訪問看
護によるリハビリ業
務）

●令和４年４月に新規オープンしまし
た「住宅型有料老人ホーム　ナースの
森」での作業療法士業務全般を行いま
す。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,300円
又は7時00分～20時00

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

111

介護職員【看護小規
模多機能施設】

●令和２年３月にオープンしました
「看護小規模多機能型居宅介護施設
ナースの森」での業務です。
　
○食事介助、生活介助、身体介助　等

○他に訪問介護業務を行っていただく

パート労働者 交替制あり 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,300円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

110

介護職員【住宅型有
料老人ホーム　ナー
スの森】

○施設内の生活介助、身体介助　等

●令和４年４月にオープンした「住宅
型有料老人ホーム　ナースの森」での
業務です。
※事前の研修がありますので、勤務開
始は令和４年３月～を予定していま

パート労働者 交替制あり 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし

時給

1,500円～2,000円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

109

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師・准看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,500円～2,100円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

108

住宅型有料老人ホー
ム（正看護師・准看
護師）

●令和４年４月にオープンした「住宅
型有料老人ホーム　ナースの
森」での業務です。

お医者様からの指示書に従い業務を行
います。
病気の看護、褥瘡などの処置、健康管

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,500円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市岡１２９３－３

107

理学療法士（訪問看
護によるリハビリ業
務）

●令和４年４月に新規オープンしまし
た「住宅型有料老人ホーム　ナースの
森」での理学療法士業務全般を行いま
す。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 デイサービスでの看
護業務のご経験
サービス形態問わず

1,500円～1,700円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－８７　南小学校内

106

看護職パート（百葉
介護センターわか
ば）

デイサービスのご利用者様に対する
看護業務全般をお願い致します。

・体調管理、バイタルチェック
・緊急時、急変時の対応
・一部介助業務（食事、入浴など）


パート労働者 医療法人財団　百葉の会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～17時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～18時35

105

放課後児童支援員 放課後や土曜日、長期休み（春・夏・
冬休み）等に学童支援員として児童を
支援します。
○子供の保育や指導　
○おやつの準備（買い物などの外出用
務あり）
○保護者との対応

パート労働者 交替制あり 学童保育　どろんこクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～18時35
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-941-7555 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6847321 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4991621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1717321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 15人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1718621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1720721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1721821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-68562721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊東市字街道下１０２９－
５７
サンダンス・リゾート　伊豆高原
ＡＮＮＥＸ

日給

660円～660円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－１６９【保育所“夢きらら”】

124

リゾートホテルナイ
トスタッフ／伊東市

会員制リゾートホテル内でのナイト業
務
館内巡回、客室からの電話対応

パート労働者 ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～7時00分

時給 (2)13時30分～17時30 実務経験あれば尚可

1,050円～1,250円

静岡県伊東市東大室のホテル

123

保育士【夢きらら】 平成２９年４月に開所した認可外保育
所『夢きらら』における保育士業務で
す。
◎定員は１歳児：６名、２歳児：６名
となります。
　その他、一時預かりの保育も行いま
す。

パート労働者 または専門学校卒業 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 ※経験のある方は優
遇します950円～1,100円

又は9時30分～15時00

静岡県伊東市・伊豆熱川等のホテルや保養所

122

客室清掃【伊東市・
東大室地区】

ホテルの客室清掃の仕事です。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキ
ング、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭
き上げ清掃、等


パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)10時00分～15時00 ※経験のある方は優
遇します950円～1,000円 (3)11時00分～15時00

又は9時30分～15時00

静岡県伊東市岡のホテル

121

客室清掃【伊東市・
伊豆熱川地区】

ホテルや保養所などの客室清掃の仕事
です。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキ
ング、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭
き上げ清掃、等

パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給 ※経験のある方は優
遇します950円～1,000円

静岡県伊東市吉田７４７

120

大浴場清掃【伊東市
岡のホテル】

ホテルの大浴場清掃の仕事です。
○浴場清掃
スポンジやデッキブラシなどを使用し
ます。
（場合によりポリッシャー使用）
シャンプーやボディーソープなど備品
の補充も行います。

パート労働者 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時30分

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市富戸１３１７－８
ヴィラージュ伊豆高原

119

清掃助手（ダスキン
川奈支店）

ダスキンサービスマスター事業部
事業所等の清掃助手

パート労働者 株式会社ジェイ・ユー・エス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)12時30分～17時00

1,020円～1,070円 (3)17時00分～21時30
又は17時00分～22時30

118

屋内プール監視員 屋内プール安全監視業務
清掃・水質管理

パート労働者 交替制あり 株式会社　カンザイ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～12時30分
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